
内　野　智　樹 ３年 武 小　濵　凌　雅 ３年 根　占

柏　　　翔　真 ３年 武　岡 ３年 皇徳寺

三反田　晃　貴 ３年 吉　野 祢　占　翔士騎 ３年 皇徳寺

東　郷　侃　諒 ３年 加世田 曽　田　博　満 ２年 城　西

林　　　拓　弥 ３年 郡　山 有　川　凌　平 １年 伊敷台

道　向　勇　成 ３年 谷　山 鶴　川　侑　樹 １年 伊　敷

浦　山　　　凌 ２年 福　平 直　崎　広　生 １年 大　和

山　口　凜　樹 ２年 川内南 山　元　雄　太 １年 皇徳寺

相撲部 剣道部

伊　波　興　輝 ３年 住　用 上　　　健士郎 ３年 伊集院

松　元　亜斗夢 ３年 赤木名 上　鶴　崇　修 ３年 錦　江

里　　　啓  佑 ２年 赤木名 中　原　　　大 ３年 垂水中央

谷　山　隆　太 ２年 伊　敷 肱　岡　駿　季 ３年 放　出

吉　元　　  倫 ２年 種子島 牧　枝　和　志 ３年 伊集院

里　山　悠　人 １年 阿木名 山　下　和　真 ３年 布　袋

里　　　海　斗 １年 赤木名 富　山　大　生 ２年 伊　仙

福　留　龍　弥 ３年 桜　丘 柞　木　速　斗 ３年 川　辺

相撲部

内　野　智　樹 ３年 武 伊　波　興　輝 ３年 住　用

柏　　　翔　真 ３年 武　岡 松　元　亜斗夢 ３年 赤木名

三反田　晃　貴 ３年 吉　野 剣道部

東　郷　侃　諒 ３年 加世田

道　向　勇　成 ３年 谷　山 上　　　健士郎 ３年 伊集院

山　口　凜　樹 ２年 川内南

河　野　壱　成 ２年 高　山

小　濵　凌　雅 ３年 根　占

３年 皇徳寺

祢　占　翔士騎 ３年 皇徳寺 東　　　璃　矩 ３年 伊　敷

曽　田　博　満 ２年 城　西 深　田　　　光 ３年 伊　敷

山　元　雄　太 １年 皇徳寺 前　川　倫　寛 ３年 西紫原

川久保　翠　人 ３年 喜　入

陸上競技部

バドミントン部 三重県伊勢市(8/1～8/6)

静岡県浜松市(8/4～8/9)

ヨット部

和歌山県和歌山市(8/12～8/16)

三重県鈴鹿市(7/30～8/6) 静岡県沼津市(8/3～8/5)

三重県伊勢市(8/9～8/12)

ボクシング同好会 柔道部

岐阜県岐阜市(8/1～8/7) 三重県津市(8/8～8/12)

ソフトテニス部

個　　　人　　　の　　　部

静岡県沼津市(8/3～8/5) 三重県伊勢市(8/9～8/12)

三重県鈴鹿市(7/30～8/6) 静岡県浜松市(8/4～8/9)

ソフトテニス部 バドミントン部

平成３０年度　全国高校総体出場

団　　　体　　　の　　　部



内　野　智　樹 ３年 武 小　濵　凌　雅 ３年 根　占

柏　　　翔　真 ３年 武　岡 ３年 皇徳寺

三反田　晃　貴 ３年 吉　野 祢　占　翔士騎 ３年 皇徳寺

東　郷　侃　諒 ３年 加世田 曽　田　博　満 ２年 城　西

林　　　拓　弥 ３年 郡　山 有　川　凌　平 １年 伊敷台

道　向　勇　成 ３年 谷　山 鶴　川　侑　樹 １年 伊　敷

浦　山　　　凌 ２年 福　平 直　崎　広　生 １年 大　和

山　口　凜　樹 ２年 川内南 山　元　雄　太 １年 皇徳寺

バレーボール部 相撲部

池　田　泰　成 ３年 隼　人 伊　波　興　輝 ３年 住　用

井　手　亮　太 ３年 開　聞 松　元　亜斗夢 ３年 赤木名

尾　曲　叶　歩 ３年 青　戸 里　　　啓  佑 ２年 赤木名

河　野　将　也 ３年 川内中央 谷　山　隆　太 ２年 伊　敷

壽　山　　　空 ３年 田　検 吉　元　　  倫 ２年 種子島

遠　矢　拓　海 ３年 伊敷台 里　山　悠　人 １年 阿木名

濵　田　光太朗 ３年 隼　人 里　　　海　斗 １年 赤木名

福　島　紀　春 ３年 隼　人 剣道部

星　原　嘉　斗 ３年 鹿　屋

松　山　和　喜 ３年 吉野東 上　　　健士郎 ３年 伊集院

大　赦　はじめ ２年 帖　佐 上　鶴　崇　修 ３年 錦　江

山　元　翔太郎 ２年 川内北 中　原　　　大 ３年 垂水中央

髙　附　雄大郎 １年 吉野東 肱　岡　駿　季 ３年 放　出

田　原　拓　弥 １年 吉野東 牧　枝　和　志 ３年 伊集院

轟　木　琉　斗 １年 重　富 山　下　和　真 ３年 布　袋

富　山　大　生 ２年 伊　仙

卓球部

岡　村　龍　也 ３年 鹿屋東 馬　場　雅　輝 ２年 伊集院北

松　本　敏　希 ３年 天　城 枝　元　勇　翔 １年 帖　佐

山　下　天　理 ３年 隼　人 谷　山　寿　尚 １年 垂水中央

塗　木　貴　翔 ２年 知　覧 田　原　大　暉 １年 東　城

鹿児島県鹿児島市(6/23･24)

大分県別府市(7/7･8)

長崎県佐世保市(6/16･17) 沖縄県うるま市(7/8)

宮崎県宮崎市(7/14･15) 佐賀県佐賀市(6/16～6/18)

ソフトテニス部 バドミントン部

平成３０年度　九州高校総体出場

団　　　体　　　の　　　部



福　留　龍　弥 ３年 桜　丘 柞　木　速　斗 ３年 川　辺

相撲部

内　野　智　樹 ３年 武 伊　波　興　輝 ３年 住　用

柏　　　翔　真 ３年 武　岡 松　元　亜斗夢 ３年 赤木名

三反田　晃　貴 ３年 吉　野 里　　　啓  佑 ２年 赤木名

東　郷　侃　諒 ３年 加世田 谷　山　隆　太 ２年 伊　敷

道　向　勇　成 ３年 谷　山 里　　　海　斗 １年 赤木名

山　口　凜　樹 ２年 川内南 羽　生　健　人 １年 種子島

剣道部

小　濵　凌　雅 ３年 根　占 上　　　健士郎 ３年 伊集院

３年 皇徳寺

祢　占　翔士騎 ３年 皇徳寺

牧　口　太　陽 ３年 根　占 宮　﨑　魁　應 ３年 川内北

曽　田　博　満 ２年 城　西 天　辰　太　一 ２年 高尾野

松　元　　　亮 ２年 東市来 勝　　　優　晴 ２年 名　瀬

有　川　凌　平 １年 伊敷台 河　野　壱　成 ２年 高　山

山　元　雄　太 １年 皇徳寺 遠　矢　義　久 ２年 高尾野

濵　平　留　維 ２年 谷　山

春　田　星　斗 ２年 大　川

川久保　翠　人 ３年 喜　入 矢　野　智　之 ２年 花　岡

永　留　銀　夜 ３年 伊　敷 吉　原　拓　郎 ２年 喜　界

東　　　璃　矩 ３年 伊　敷

深　田　　　光 ３年 伊　敷

前　川　倫　寛 ３年 西紫原 土　岐　武　瑠 ３年 西紫原

松　清　里　功 ３年 星　峯 新　名　響　生 ２年 南

卓球部

松　本　敏　希 ３年 天　城

山　下　天　理 ３年 隼　人

水泳部

熊本県熊本市(7/15･16)

鹿児島県鹿児島市(6/23･24)

宮崎県日南市(6/15～6/17)

佐賀県佐賀市(6/16～6/18) 大分県別府市(7/7･8)

陸上競技部

沖縄県沖縄市(6/14～6/17)

ヨット部

ソフトテニス部

宮崎県宮崎市(7/14･15) 静岡県沼津市(8/3～8/5)

バドミントン部

熊本県熊本市(6/15～6/17) 鹿児島県鹿児島市(6/16･17)

ボクシング同好会 柔道部

平成３０年度　九州高校総体出場

個　　　人　　　の　　　部


